
センターだより第 175号 1

センターを使って学ぶ！！
　センターの受講者の様子に変化が見えています。
　「とりあえず，センターの研修・講座を受講してみよう。」という姿勢ではなく，「センターを使っ
て，〇〇を学んで，授業を変えよう。」という目的意識をもって主体的に学ぶ受講者の姿がとても
多く見られます。
　前号の174号では，センターにある書籍や教材などを使って，センターで校内研修やグループ研
修をしている様子をお伝えしました。このように，センターの機能をうまく使って，自分たちの研
修を深め，日々の授業づくりに役立てようということは，まさに，センターの目指す方向です。

　本号では，センターの機能だけではなく，研修・講座をうまく使って，教師力を高めている様子
を紹介します。

　�　出前研修は，本年度から開始した研修です。潟東西小学校では，授業改善を図るために出前研
修を使っています。校内研修の計画にそって，定期的に出前研修を位置付けて実施しています。

　�　井上明美教諭（大形中学校）は，採用 2 年目です。白帯研修で，授業づくりに必要な基礎・基
本として，「指導案のつくり方」と「学習の評価」を選択して受講しました。実際の授業づくり
に役立てています。

　�　坂井孝行教諭（白根北中学校　体育科）は，採用 5 年目です。黒帯研修で，体育科の授業の基
礎・基本を習得し，授業力を向上させたいと考え受講しました。教材研究から指導案つくり，研
究授業及び検討まで，じっくりとマイスターから指導を受け，大きな一歩を踏み出しました。

　�　佐藤晶子教諭（松浜小学校）は，自分の専門性のより一層の向上をめざしたいと願い，専門研
修の「算数・数学科授業づくり研修」を選択し受講しました。活用力を高める指導法に磨きをか
けました。

今日の午後は，センターの研
修！何か使えることがある
といいな！

センターを使って，〇〇を学
んで授業を変えよう！！
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出前研修を使って，校内研修の充実を図る!!

　潟東西小学校（吉田亨校長）では， 5 月と 8 月と11月に，今年度新設されたセンターの出前研修
のシステムを使って，「基礎技能に関する研修〜板書・ノート指導〜」の校内研修を計画し，日々
の授業づくりの改善を目指しました。

11月：出前研修「板書」パート 3を計画
①講義：�「学習課題とまとめ」について
②演習：�全学級公開授業（潟東地区教職員協議会主催）の板書

計画の検討を通して，板書の質を高める。

8月夏休み：出前研修「板書」パート 2を実施
①演習：�各自が板書写真を持ちより，それぞれのよさや，よい板書の

観点を見付け，板書の改善点を探る。
②講義：�板書の作り方を確認
③演習：板書写真を板書計画につくりかえる。
　　　　（→下の図）

5月〜夏休み前：授業実践期間
　・�校内研修では，板書計画を示した指導構想を考え，授業研究を実施。検討
会では，板書とノート（ワークシート）の観点から協議し，研修を深める。

　・�日々の研修として，教務室内に「板書のコーナー」を設け，各自の板書
写真を紹介し合う。

ジャンプ

ホップ

ステップ

5 月：出前研修「板書」パート 1を実施。
　職員が，板書の役割について再確認し，教育効果をあげる板書づくりを合い言葉に
日々の授業づくりに磨きをかけることで，スタートする。

スタート

潟東西小
板書文化の完成

　公開授業では，これまで実施した研修の成果を活かし，職
員一人一人が自信をもち，子どもにとって分かりやすい授業
を具現します。（吉田亨校長）

板書写真の検討をもとに
1時間の授業を再構築する。
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若手教師道場　白帯「指導案のつくり方」「学習の評価」研修を
� 使って，授業の基礎・基本を学ぶ!!

　構想カードを使って，本時の授業の構
想を練る演習をした。手順を踏んで，自
分の考えを整理していくと，11月の授業
が，より具体的に授業が見えてきた。

　井上明美教諭（大形中学校　体育科）は，11月の授
業研究に向けた授業つくりのために，「指導案のつく
り方」と「学習の評価」研修を選択し受講しました。
　受講後のアンケートに「研修では，授業を構想する
演習がありました。これまでの手順と違い目指す子ど
もの姿に迫れる授業構想を立てることができ，今後の
授業づくりにとても役立ちました。」と書いています。
この 2 講座を受講したことで，自分の11月の授業づく
りに活用しています。

井上教諭の研修の実際
【授業を構想する時のポイント】

　まず・・・
　本時の学習を考える際に， 1 時
間の授業のゴールの子どもの姿を
明確にすること。
　その際に，より具体的に子ども
の姿で語れることが大事で，その
姿にするために，教師は，どんな
手だてをとるのかを考えるように
するとよい。

構想カード

何を（学習内容）

どんな子どもに（子どもの実態）

どうなる（ねらい，評価）

どのように（手立て）

　次に・・・
　ゴールの姿が決まったら，評価規準を設定すること。
①�評価規準は，到達判断の基準と違う。規準は，ねらいを達成された時の子ども姿で

ある。それをABCに評価するときの判断のもとになるのが基準であること。
②評価規準は，抽象的な言葉ではなく，具体的にかくこと。
　×「体いっぱい・・・」
　×「自主的に取り組み・・・」
　〇「肘をのばして，・・・」
　〇「アイディアをだして取り組み・・・」
③どの場面で，何をもと（例　ワークシート）に評価するのかを具体的にかくこと。

　そして・・・
　ゴールの子ども
の姿が定まったら，
その姿を導くため
の，構想・手だて
を考える。1

2

3
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　若手教師道場の黒帯とは，教職 4 年目と 5 年目の教諭が対象の研修です。 5 年目は，マイスター
が指導者になり，教材研究から指導案作成，授業後の検討まで，マンツーマンで指導を受けながら
進める研修です。
　坂井孝行教諭（白根北中）は，体育科の授業の達人であるマイスターに支援を受けながら，「ファ

シリテーショングラフィックを活用した学習過程の有効性と活用方法の研
究」を深めたいという目的をもって受講しました。

若手教師道場�黒帯�「授業力�さらなる一歩」研修を使って，授業力アップ!!

本時のねらい
　・相手の技を合理的にかけるための自己の課題を発見できる。
　・崩した相手の動きの変化に応じた体さばきで手技「体落とし」をかけることができる。
展　開
⑴　導入
　人差し指ゲームで，「崩し」の理論を理解する。
⑵　展開（FG=ファシリテーショングラフィック）
　・教師による「体落とし」の師範を， 3 つの観点から観察する。
　・課題「体落としで相手をうまく崩して投げるためには，どうしたらいいのだろう?」
　・FG活動 1 の設定（班活動）
　　　「下半身（腿・膝・足）は?上半身（腕・肘・手）は?その他（顔・視線・気持ち）は?」
　　　このことについて，みんなで協力して，できるだけたくさん書きましょう。
　・よい意見を全体に紹介する。
　・視聴覚教材を活用し，繰り返し教師の示範を観察させる。
　・FG活動 2 の設定（班活動）
　　　出てきた意見をみて，役立ちそうなキーワードを
　　　赤ペンで印をつける。
　・FGの見直し活動
　　　選び出したキーワードを，実際に試してみる。
　・FG活動 3 の設定（班活動）
　　　実際の活動で分かったことを書き加える。
　・体落としの追求活動
　　　一連の動作でなげることができる。
　・FG活動 4 の設定（班活動）
　　　体落としで大切なことはなにか，まとめる。
⑶　終末
　・「体落とし」で大切なことをまとめる。

授業の実際

ファシリテーショングラフィックを活用した
� 柔道「体落とし」（中学校 3年生）の授業づくりに挑戦

ファシリテーショングラフィックを活用した授業と体育科授業について
　・�目指す授業「生徒自身が運動の目的や意味を理解し，技能の高め方を求め，主体的に運動に取

り組む授業」に向け，ファシリテーショングラフィックのよい活用ができた。
　・�ファシリテーショングラフィックの有効性を子どもの姿から語ってもらえて，自信になった。
　・�授業の悩みを聞いてもらい，課題を明確にしてもらえた。
　・�何度も指導案を検討してもらいながら，本時のねらい，学習活動がより具体的になり，目指す

方向が明確になった。
　・�授業中の子どもへの配慮についても，具体例を挙げて指導をしてもらえて今後の参考になった。
　・�「学習評価の段階での見とりがあまい」といった今後の課題も明らかになってよかった。

ファシリテーション活動
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専門研修「算数・数学科授業づくり」研修を使って，専門性アップ!!

　佐藤晶子教諭（松浜小）は，自分の専門教科の算数の講座を選んで，日々の授業に磨きをかけた
いと思い， 6 月に，新潟大学　阿部好貴准教授の「みんなで創る算数数学の学習」〜活用力を高め
るために〜を受講しました。

　・�考えと表現は切り離せない，ノートは考える場でありデータの貯蔵庫であるべき
　・�倍数と約数は「数と計算」領域に属するもので，長方形の中に正方形を敷き詰めるという課題

自体が難しい
　・�課題を解決し始めるときに，スタートは一緒になるように課題を設定するとよい
　そこで，学習の流れを「①正方形に正方形を敷き詰める→②長方形に正方形を敷き詰める→③箱
の表面に正方形を敷き詰める」とした。

　学習の流れの工夫で，子どもは解決に向け見通しをもつことができました。また，既習を前日ま
でのノートで確認することで，子どもは，約数を使えば解決できるという見通しを立て，自分の考
えをノートに書きながら問題を解決する学習活動のよさを確認できました。

1 辺が24㎝の正方形にしきつ
める
　　　　　➡
�24の約数になっているものは
しきつめられる。

24の約数= 1 ，2 ，3 ，4 ，6 ，8 ，12，24

縦24㎝，横16㎝の長方形に正方形を
しきつめる。
　　　　　➡
24と16の公約数

24の約数=①，②，3 ，④，6 ，⑧，12，24
16の約数=①，②，④，⑧，16
24と16の公約数= 1 ，2 ，4 ，8

縦・横・高さの数字に
注目し， 3 つの数の最
大公約数を求める。

（24，16，20）= 1 ，2 ，4

3 つの面の公約数をそ
れぞれ求め，共通する
公約数のうち 1 番大き
いものを選ぶ。

（24，16）= 1 ，2 ，4 ，8
（24，20）= 1 ，2 ，4
（16，20）= 1 ，2 ，4

（学習課題）
箱の表面に合同な正方形
を，すきまなくしきつめま
す。 1 番大きい正方形の 1
辺の長さは公約数を使って
求められるだろうか?

板　書

実践してみよう!!第 5 学年　算数　単元「倍数と約数」（ 9月）

24

20

16

③箱の表面に正方形を敷き詰める問題では，はじめはどうやって公
約数を使って解決しようか見通しをもてずにいた子どもも，箱の展
開図を見ることで 3 つの面それぞれに貼れる正方形を考えればよい
ことに気付いた。また，全員の考えが「 3 つの面に貼れる正方形を
別々に求めて考える方法」と「直方体の縦・横・高さの 3 つの数字
の最大公約数を求める方法」の 2 つであることが分かり，クラス全
員で検討した結果，よく見るとどちらのやり方も 3 つの数の最大公
約数を求めていることを発見できた。

①子どもは約数を使えば問題
を解決できることに気付く。

②縦と横の長さが違うことから，公約数を使えばよいの
ではないかと見通しをもち，すぐに解決に向け取り組む。
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　平成25年もあとわずかになりました。皆様にとってどんな一年だったでしょうか。本号は，センターの
研修を活用して，学校づくりや授業づくりに役立てている様子をお伝えしました。
　今後も，子どもたちの学びのさらなる充実をめざし，先生方にとって役立つ講座にしていきたいと思い
ます。

　どこにでもあるのにあまり注目されることのない大き
い葉が特徴の常緑低木です。大きな葉は，千客万来や魔
よけとして庭木や公園などに植えられました。日本原産
で19世紀から世界に広がっています。丈夫で大気汚染に
強く日陰でも育ちます。冬に花が咲きます。茎の先に白
い小花が球状に円錐状の花序となり、長期間咲き続けま
す。花の多くは両性花で雄花から雌花に次々に変わりま
す。密を出しハエなどの虫を集め受粉を促します。実は
5 月頃に黒く熟します。野鳥で広がり海岸林の中でも
育っています。子どもの時は，空気鉄砲の弾にして遊び
ました。葉は去痰薬や殺虫剤として使われたそうです。

※�　センターホームページ「植物資料室」にカラー写真を載せましたので御覧ください。

植物資料室から<シリーズ　四季折々の植物>　

テングノウチワ　ヤツデ（八手）　ウコギ科

編 集
後 記
<「センターだより」へのご意見・ご感想は　➡　shicen18@netin.niigata.niigata.jp（指導主事　吉田）へ>

学校の「電子黒板」
眠っていませんか？ 出前研修「ICT活用」開講中

　大きく映して，書き込んで，保存して…
　電子黒板を使って授業をすると，子どもたちの集中力もアップ！

　有志を集めて，校内でミニ研修会を開いてみませんか?
　 2 人以上の希望者がいて，校長先生の許可をいただければ，学校にある機器を使っ
て出前研修講座を開催できます。短時間でもOK。ご相談ください。

　空き教室のある学校なら，その教室を電子黒板教室にしてみませんか?コン
ピュータやプロジェクタ等を用意していただければ，実際の教室で設置のための
アドバイスや必要に応じて操作方法のワンポイント講習を行います。

学校のICT活用をサポートします：お申し込みは所長補佐・木澤へ（担当：企画研修部教育情報班）

操作がわからないし，授業でどう使えばいいの？

設置に時間がかかって準備が大変。10分休みじゃとってもムリ！

セ ン タ ー 掲 示 板••••••••• •••••••••


